
特
定
非
営
利
活
動
法
人
  み
ら
い
ず
w
orks 〒

950-2044 新
潟
市
西
区
坂
井
砂
山
2-18-2  TEL&FAX 025-211-8383  w

w
w
.m
iraisw

orks.com
Vol.6

Edited by

みらいずBOOK第6号は、「新潟で働く楽しさや可能性を中高生に伝えたい」という
思いに賛同してくださった、企業のご協力により、新潟県全域の高校1年生全員に
無料でお届けしています。

取材の
裏側を

もっと
知りた

いなぁ

みらいずBOOKのInstagramを見てみようぜ！

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は みらいずBOOK 検 索

  新潟で働く大人と出会い、
自分らしい“みらい”を見つける

ってなんだ？

06
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未来にふみ出す学びを 子どもたちへ

「もっと知りたい」という中高生のために、みら
いずBOOKの紙面では載せきれなかった、企
業の情報や取材の裏側を楽しく紹介していま
す！週１回程度のペースで投稿をしていきます。
ぜひフォローしてみてください。

Instagramでも追加情報を発信中！
@miraisbook
@miraisbook

マガジン

YouTubeチャンネルを開設しました！
新潟で働く大人たちのありのままの姿を動画
で配信。その仕事の面白さや、仕事をする中
での成功・失敗エピソード、仕事に就くまで
の道のりなどをお伝えします。

チャンネル名
「みらいずBOOK」

探
究
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人間でいうと15歳。気になった
ことはなんでも聞いちゃう知り
たがりで、常に持っているお気
に入りのバックには、取材道具
と大好きなお菓子が入ってる。

ミチル
ミチルの友達。しばらく日本
海へ旅に出ていたが、最近
新潟へ戻りミチルと再会。

ジョー
ボクたちも

探してね！

とは？

　高校で「総合的な探究の時間」が始まっています。みなさんの高校が特別なのではなく、全国、どこの高校でも行わ

れる新しい授業です。

　「探究って何なの？」と思う人もいるでしょう。私は、２２歳で働き始めてからの自分を振り返ると探究活動の連続で

した。次々と問題が発生し、絶対的な正解がない中、どうしたらベストな行動ができるのか？を考え続けていました。人

に聞いたり、調べたりしながら、考え、悩み、最も望ましい納得解を見つけ、行動する。そんな毎日です。

　ここ数年で地球温暖化、大規模災害の頻発、少子高齢化、感染症の拡大など、私たちの身近には複雑ですぐには解

決策が見つからない問題が次々と起きています。今回の特集テーマであるSDGsは、そんな地球規模で起きている問

題を自分事にして、私たちの住む地球や身の回りの生活環境をよりよくするための目標です。今、世界中の人々が問題

を解決するために動き出しています。「大変だな」「でも、別に関係ないし」と思うのでなく、「じゃあ、どうしたら解決で

きるのか？」自分なりに考え、アクションを起こすことが、大人たちはもちろん、高校生の皆さんにも問われています。

　自分の人生の主役として、社会を担う市民として、最善の選択や行動ができるようになるために、「総合的な探

究の時間」は、実践的な学びの機会です。みらいずBOOKでは、新潟で働く大人たちのリアルな探究活動を紹介

しています。大人の探究している姿を参考にしながら、自分だったらどう考える？どう行動する？と問いかけるきっ

かけになることを願っています。
NPO法人 みらいずworks 代表理事　小見まいこ

MIRAIS BOOK vol.6

第6号の特集テーマは、SDGs。国連サミットで宣言された持続可能な地球・社会を目指すため
の国際目標です。新潟で活躍する企業の皆さんの取り組みを参考にして、SDGsが目指す
ゴールに対する課題の背景や、ゴールに近づく方法などを探究してみてください。

マークについて

vol.6テーマ

特集

SDGsってなんだ？
国連開発計画（UNDP）駐日代表　近藤 哲生さん

探究学習ってどんな学び？／リアルな「探究」レポ
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気軽に相談できる、開かれた薬局を目指す
株式会社ファーコス／市民調剤薬局 臨港店 地域かけはしセクションリーダー・薬剤師　水戸 滋規さん

安全な飲み水で人々の生活を劇的に変える
株式会社日さく／新潟支店 土木部　肥后 明彦さん

より良いチームワークを目指し、ひたむきに努力する
青木環境事業株式会社／環境事業部 サーマルリサイクルセンター　

地域の魅力を発信していきたい
株式会社タカヨシ／企画制作部 新潟企画制作課　長谷川 広夢さん

プロとしてお客様目線のモノづくりを
株式会社タカヨシ／製造部 ラベル印刷課　山口 竜司さん

安心・安全のインフラを創造し続け50年、「100年先も誠実」を胸に未来への道を拓く
福田道路株式会社／代表取締役社長　海野 正美さん

お客さんに合わせた高品質なアスファルト混合物を製造
福田道路株式会社／製品事業部　石墨 和弥さん

あらゆる人と協力し、現場のリーダーとして全体を指揮
福田道路株式会社／建設事業部　臼井 奎太さん

お客様の理想の暮らしを実現する
株式会社ナレッジライフ／営業・シニアマネージャー・ナレッジライフSDGs委員長　間 久美子さん

日々の暮らしを支え、100年先に豊かな森林を伝えていく
ゆきぐに森林組合／森林事業部　熊倉 広大さん

FEATURE 
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これぞワタシの生きる道6
アイドル／RYUTist　佐藤乃々子さん　宇野友恵さん　

Mirais Knock vol.04 あこがれのIT社長に会いに行く
株式会社ユニークワン／代表取締役社長　立川和行さん

中高生みらい探究ラボ SPiRAL 2019年度活動報告

ワークシート「みらいずQuestion」

バックナンバー／みらいずworksとは

キャリア教育協力企業リスト

紙面では、登場する大人の皆さんの探究活動を紹介しています。

ってなんだ？

ずっと新潟で学び、
働いている人

県外出身で、
新潟で働いている人

一度県外で学んだり、働いたりして、
新潟に戻ってきた人

進路や将来のことで悩んだり、漠然と不安に思っている中高生に、
自分の将来を考えたり、可能性が広がるキッカケを届けたい。
家族や先生以外にも、新潟にはたくさんの生き方・働き方があることを知ってもらいたい。
そんな願いから、「みらいずworks」はみらいずBOOKを発行しています。

課題設定

課題の背景や
テーマ設定の理由

情報収集

探究のテーマに
対する調査や現場
での試行錯誤

整理・分析

調査から見えてきた
大切なこと、新たに
わかったこと

取り組んでいる
探究の問い

現場での実践や
その成果

キミはどの
ページを

読んでみ
たい？

1
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｜特集｜SDGsってなんだ？ MIRAIS BOOK 6

ってなんだ？

持続可能でよりよい世界を目指す

東京都立大学（現首都大学東京）経済学部卒。仏・ポワチェ大学 法学部
在籍、米・ジョーンズ国際大学 開発学修士号取得。これまでUNDPチャ
ド事務所長やコソボ事務所常駐副代表などを歴任。各地域の治安維持
や復興減災能力（レジリエンス）強化の指揮、紛争国や被災地域の復興
活動等にも取り組む。UNDP入職以前は、約24年間外務省に在籍。

SDGsは、2001年～2015年に取り組まれたミレニア
ム開発目標（MDGs）の成果（例：「極度の貧困」1990年
19億人⇒2015年8億3,600万人）を土台としつつ、気
候変動や不平等など新たな分野を優先課題として盛り
込んだ17のゴール（国際目標）・169のターゲットで構
成されています。
SDGsの合言葉は「地球上の誰ひとり置き去りにしない」。
SDGsで掲げているゴールをあらゆる人が自分事として
捉え、取り組んで欲しいという願いが込められています。
もし、あなたの近くに困っている人がいたら、その人に
手を差し伸べるのはあなたの役目。SDGsは持続可能か
つ安全で、より豊かな地球をつくっていくという目標の
実現に向け、一人ひとりの行動を呼びかけています。

「格差」が様々な対立を生んでいるケースをしばしば見
受けます。それは、お金持ちと貧乏ということだけで
はなく、男性と女性であったり、先進国と途上国であっ
たり、民族間の格差であったり…。

今の社会の一番の変化は、大人たちが「未来に対して
責任を持って地球に住まなければならないことに気づ
いた」ということだと思うんです。そしてSDGsのよ
うな目標を立てて、絶対に達成しなければならないと
いう想いで一生懸命努力しています。なので、若い人
たちには明るい未来がやってくると信じて欲しい。必
ずそういう社会を実現するために、私たち国連も責任
を持って取り組んでいます。これまで、自分や自分の
国だけの豊かさを考えてきた結果、住みにくい地球に
してしまったのは大人たちの責任ですから。
逆に、誰かのために何かしてあげる人が増えてくると
世の中はあっという間に良くなります。みなさんには、
「自分のため」だけではなく、「誰かのため」というこ
とをぜひ心がけてほしい。誰かが喜ぶように何かをし
てあげていれば、じんわりと社会が変わり、結果的に
自分の幸せにも繋がります。

国連開発計画（UNDP）
駐日代表

さん近藤 哲生
こん   どう て つ   お

各国が課題に対し企業、政府、研究機関、市民団体など、
あらゆる分野の人と協働して効果的に取り組めるよう
に支援することもUNDPの役割の一つ。
例えば防災対策。日本はこれまで幾度となく大きな災
害を経験し、乗り越えてきました。その度に災害の起
こり方についてデータを蓄えています。これをあらゆ
る専門家とともに科学的に分析し、各国・各地域の避
難計画策定に役立てています。

きょうどう

いく ど

「誰ひとり置き去りにしない」ため、
あらゆる人が主体となって取り組むSDGs　 知恵を結集し、効果的な課題解決を提案

いまこそ、世界で団結し行動を起こすとき 「誰かのためを考えて行動すること」
の積み重ねが社会を変える

あなたの
「ゴール」は？

世界はいま貧困、環境、政治、経済に関す
るあらゆる課題に直面しています。
世界中が手を取り合い、それらの課題に立
ち向かっていこうと2015年に国連サミットで
「SDGs（Susta inable Development 
Goals 和訳：持続可能な開発目標）」（エス・
ディー・ジーズ）が宣言されました。
SDGsとは一体どんなものなのか、そして新
潟の大人たちはどのようにSDGsに向けて取
り組んでいるのかを紹介します。
未来に向けて私たちに何ができるのか、
一緒に考えてみませんか。

UNDPホームページ

避難訓練実施の様子。
UNDPは日本政府の協
力のもとアジア太平洋
18カ国を対象に避難
計画の策定などを行
い、避難訓練を実施し
てきました。

UNDPはジェンダー平等と女性
の活躍を支援するプロジェクト
を全世界で展開しています。

そして、社会で特に優先しなければならない課題の一つ
に「気候変動」があげられます。温室効果ガスを多量に
排出している国もあれば、海面上昇で国土が小さくなっ
てしまった国や砂漠化が進行している国のように温暖化
の影響を大きく受けている国や地域があります。
このように様々な「格差」が対立を生んだり、関係性を
不安定にさせています。
もちろんこういった格差を小さくすることはとても大
切。しかし、それだけでなく、国や地域、民族、男女
の違いを越えて団結し行動を起こしていくことがいま、
求められています。

国連開発計画（UNDP）
駐日代表事務所
貧困の根絶や不平等の是正、持続可能な開発を
促進する国連の主要な開発支援機関。「国家に
とっての真の宝は人々である」という信念に基
づき人々や国々の能力を育てる活動を約170の
国・地域で行っている。

ぜ せい

そく しん

UNDPの
ホームページで
詳しく
見てみよう

0302
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みんなも知っていると思うけど、これか
らAIやIoTなどの技術革新によっ

て社会はどんどん変わっていくよ。そう
なると、人間に求められる力も

変わるんだ。今までは、言われたこと
をちゃんとやる、覚えていたこと

を正確にこなすことなどが求められてい
たけど、これからはロボットにそ

の役割がとって代わられちゃうかもしれ
ない。人間には、ロボットには

できない、多様な人と協力して新しいこ
とを創り出す力や課題を見つけ

て解決する力が求められてくるんだ。

そのため、「学び」のプロセスが変わって
いくんだよ。先生に言われたこ

とを指示通りにやる勉強から、自分で課
題を見つけて、考え、解決して

いく学びへと変わるんだ。そこで、高校
で始まったのが「総合的な探究

の時間」なんだ。2022年から全国どこ
の高校でも探究学習がされるよ

うになるんだよ。みんなはそのはじまり
の世代なんだ！

「探究する」とは、物事や問題の本質を明らかにするということ。新型コロナウイルスの影響による休校もそうだったけど、みんなの身近で起こる様々な問題に対してその問題が起きている原因や本質を見極めて、適切な対応や解決策を考え、実行することが必要なんだ。それを高校時代に練習して、探究する力を高めるのが探究学習のねらいだよ。

探究学習とは、　　　　
「探究する力」を高める学び

新潟県内の高校生が集い、取り組んできた探究
プロジェクトの成果を共有し、対話する中で新た
な学びをつかむイベントが、2019年12月に南魚
沼市で行われました。２日間の合宿形式で、新潟
県・山形県から80名以上の生徒と教員が集合。
１日目はプロジェクトに取り組んだチームの発表を
聞き合い、南魚沼で活動する大人も混ざりながら、
それぞれのプロジェクトや自分・地域の未来について
語り合いました。２日目は、新しいプロジェクトを構想
したり、取り組んできたプロジェクトを振り返ったりし
ながら、次に向けたアクションを考えました。参加した
高校生は「将来自分がやりたいことの方向性が見つかっ
て良かった！」「自分たちでも何かできることがあるのだと
思った」など、それぞれの地域でプロジェクトに取り組む
仲間や大人との交流から刺激を受けていたようです。
新潟でも、高校生による探究プロジェクトを通じた学びの
輪が広がっています！

日常の生活や世界中で起きていることに興味関心のアンテナがはれる探究テーマを持つと、それに関する情報が耳や目に飛び込んでくるようにな
るんだよ。そこから芋づる式に情報が得られ、身近な困り事の起きる複雑な
原因や問題の関連性がわかるなど、視野や世界が広がるよ。
本気の大人、 一緒に熱くなれる仲間に出会える探究学習は学校の中だけにとどまらないよ。地域や社会には、君と同じように
関心や問題意識を持っている人、すでに取り組んでいる人がいるはず。そうい
う大人や同世代との出会いは、一生の宝になるかも。
自分の 「好き」 や 「得意」 がわかることで、 目標が見つかる
探究学習を進める中で、「企画するの好きだな」「何か表現・発信する
の得意かも」など、自分の強みやもっとやりたいと思うことが見つかるよ。
将来の進路や仕事を考える上でも、貴重な経験になるはず。

他にもきっとあるよ。
みんなで考えてみてね！

１位

2位

3位

4位

例 ： スーパーならば…

社会の変化

・無人レジや品出しロボットが増
えて、

   スーパーに人がいなくなる

・ネットスーパーが増え、わざわ
ざ買い物     

に行かなくなる

学び方の変化

・社会の動向や人の気持ちをつか
む調査活動

・新しいことを発想し、実行するプ
ロジェクト

　活動

・お客さんの求めている商品を生
み出す力

・他のスーパーにはない魅力やサ
ービスを    

　創る力

求められる力の変化

探究学習をすると、
こんな良いところがあると
僕たちは考えているよ！

ミチル＆ジョーのコラム
探究学習ってどんな学び？

AIやロボットによって

僕らの学びは大きく変わる！？

これからの社会で求められる「探究する力」や「創造力」「実行力」などが育まれる
探究学習では、自分の知識を使って、人間しかできない新たな価値
を生み出す力や人と協働して成し遂げる力が高まるんだって。

探究をやることで、
どんな良いことがある？

新潟の高校生の
リアルな「探究」を
覗いてみた！

NIIGATA
高校生

マイプロジ
ェクト☆LABO

in 南魚沼
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会場：六日
町温泉 坂

戸城（新潟
県南魚沼市

）

主催：雪国
 未来の人

財創出コン
ソーシアム

共催：協同
組合新潟県

異業種交流
センター・

　　　一般
社団法人 

雪国青年会
議所・公益

財団法人 
　　

　　　十日
町青年会議

所・一般社
団法人 魚

沼青年会議
所

運営：一般
社団法人 

愛南魚沼み
らい塾

NIIGATA高校生
マイプロジェクト☆LABO

in 南魚沼

潜入レポ♪

発表校・探究プロジェクト一覧

佐渡中等教育学校
「プリンフェス～佐渡のちびっこ集まれ！」
「おっちゃん祭～つまみでつなぐ佐渡のおっちゃんと若者～」

１
2

国際情報高等学校
「第70回南魚沼市雪まつりイノベ隊」
「上杉KJプロジェクト」

１
2

羽茂高等学校
「SADO stagram」

巻総合高等学校
「系列と地域が連携した米作り」

阿賀町公営塾 黎明学舎
「阿賀の自然はこんなに〇〇なのに」

米沢興譲館高等学校
「高校生と地域で創る『なせばなる秋まつり』プロジェクト」

君はどんな探究をはじめる？ 
次ページからの大人の探究を参考に、

一緒に考えてみよう♪

全国高校生

マイプロジェクトアワード2019
（全国Summit）に出場し、

全国Summitに招待された

48チーム に選ばれました！

2020年
3月27〜29日開催

主催：全国高校生マイプロジェクトアワード

実行委員会

（事務局：認定NPO法人カタリバ内）

当日の様子は
こちらの動画を
CHECK!

のぞ

自分のマイテーマ（課題）を
見つけて探究している

高校生がたくさんいるんだね！
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3-5
薬物の危険性に

ついて調べ、薬物
乱用や薬物を

使用した自殺を防
ぐにはどうしたら良

いか考えよう

患者様と接する時間を少しでも多くつくるため、薬に
間違いがないか監査する最新機器を導入。今まで目
視で確認していた時間が大幅に削減されました。

※１高齢者の生活を支援するため、新潟市が介護予防や相談窓口など
の仕事を委託した事業所。保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉
士などの専門職が配置され、連携して業務に取り組んでいる。

※２地域住民が住み慣れたまちで安心して生活することを目指し、福祉
サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援など、様々な
福祉活動を行う。

｜JOB Category｜医療福祉／薬剤師｜JOB Category｜医療福祉／薬剤師 MIRAIS BOOK 6

処方せんをもとに薬を用意し、症状のヒ
アリングや薬の説明をしてお渡しするのが
私たちの仕事です。薬はお客様が口に入
れるものですから、間違いがあってはいけ
ません。「先義後利（せんぎこうり、道義
を優先させ利益を後回しにすること）」の
考え方に基づき、患者様のことを第一に

まずは行動し、失敗から改善策を探る人々の暮らしに身近な薬局にするには？

他の薬局も巻き込み、講演活動を展開

開かれた薬局ってどういうことだろう？

薬の説明と指導を行い、地域の人の健康を守るシゴト

株式会社ファーコス
（保険薬局）／新潟事業部
「新潟にいい薬局を作ろう」を理念に、1997年
新潟市民病院前に株式会社市民調剤薬局を開
業。処方せん調剤に留まらず、早い段階から新た
な存在価値を模索。自殺予防にも力を入れる。
2020年１月株式会社ファーコスと経営統合。

水戸滋規さん（32歳）
み　と しげのり

市民調剤薬局臨港店
地域かけはしセクションリーダー
薬剤師
【出身校】
新潟市立小針中学校、新潟県立新潟
南高等学校、新潟薬科大学 薬学部
【趣味】
ドライブ旅行、ディズニーリゾート

患者様を第一に考え、間違いのない丁寧な対応を

入社 5年目の時、「薬局を地域の方にもっと身近に感
じてもらえるように、積極的に外へ出て行こう」とい
う方針に。それまでは薬局内での業務が中心だった
ため、「何をすればいいんだろう？自分たちに何がで
きるんだろう？」と悩みました。
まずは、人がたくさん集まる場所に顔を出してみようと
思い、お年寄りの方が集まる公民館へ行きました。そ
こでお薬の話をさせて頂けないか伺ったところ、「紹介
なしでは難しい」と断られてしまいました。その後、区
役所に相談に行くと、やはり何かしらのつながりなしで
は受けてもらえないケースが多いという話を聞きました。

その後、近隣の薬局さんにもお願いをして回ったんで
す。快く賛同してくれる薬局さんが多く、今では私たち
以外の薬局の薬剤師さんも講演活動を行うようになり
ました。また、地域包括支援センターの方や地域のリー
ダーが集まって地域課題を話し合う「地域ケア会議」
に専門家として呼んでいただくようになりました。
徐々に処方せんを持たずに訪れる人や、薬局で行って
いる健康イベントに来てくださる人も増えてきました。
薬局はコンビニよりも数が多いと言われています。取り
組みを始めてから2年が経過しましたが、もっと地域に
開かれてたくさん相談を頂ける薬局を目指したいです。

課題設定

実践を繰り返し、次の課題を見つける

整理・分析

情報収集

こんな仕事をしています！

動画はコチラ
薬局の薬剤師というと、病院やクリニックから出された
処方せんを受け取り、そこに書かれた薬を患者様に渡
すだけの仕事、と思われることが多いです。ですが、私
たち薬剤師は大学の薬学部でしっかりと勉強をしてお
り、薬に対しての高い専門性を持っています。その知識
を生かして、さまざまな相談を受け、適切なアドバイス
をして患者様の不安を取り除くことも私たちの大事な仕
事。そのために、処方せんを持たない方でも、ふらり
と来て頂ける場にすることが私の探究テーマですね。

考えて行動をしています。かつて薬剤師の
仕事は「対物業務」と言われていましたが、
今は「対人業務」へとシフトしています。
気軽に薬局に立ち寄ってもらえるように、
落ち着けるインテリアにして、健康食品や
生活雑貨などさまざまな商品も取りそろえ
るなど、店舗づくりにも力を入れています。

考え直して、次は地域包括支援センター※1や社会福
祉協議会※2 を訪れました。すると、「地域のお困りの
人を助けたい」という考えに共感を頂き、高齢者が
集まる「お茶の間サロン」という場を紹介してもらえ
たんです。何回かお茶の間サロンでお薬の飲み方の
話などをすると、「一つの薬局だけでなく、地域のた
くさんの薬局さんにそのような思いで活動してもらえ
たら嬉しい」という声をいただきました。それを聞いて、
自社だけで頑張るのではなく、他の薬局も巻き込み、
薬局全体で地域を支援することが必要だと痛感。地
域の方に求められていることにもっと向き合わなけれ
ばならない、と改めて感じました。

話を聞き具体的な行動を取ることが
大事です。

自殺予防ゲートキーパー
お茶の間サロンでの講演風景

処方せんの記載内容に間違
いないか確認してから薬棚
から一つ一つ探して集めま
す。専用機器を使うことで、間
違いを未然に防いでいます

調剤 患者さんに渡す前にパソコン
で最終確認。過去の履歴も見
て、薬の飲み合わせに問題が
ないかを確認し、患者さんに
説明してお渡しします

投薬

改めて、集めた薬に間違
いがないかどうか確認し
ます。調剤とは別の人が
担当することで未然に間
違いを見つけられます

監査

薬が処方されるまで

薬
に
直
接
触
る
と
き
は
必
ず

ヘア
キ
ャッ
プ・マ
ス
ク・手
袋
を
し
ま
す

薬の成分や効能などを
調べる時には、
タブレットPCを使います

＃新潟県自殺対
策関連情報　#自

殺予防

＃過量服薬防止
　＃自殺予防ゲ

ートキーパー

仕事への熱い想いを
語っています。

自殺未遂者の約60%がその手段とし
て薬の過量服用（飲みすぎ）を選んで
います。その多くが、実は薬剤師が
渡している薬です。患者様の様子が
おかしいと感じたら、話を聞き相談窓
口につなぐなど、未然に防げるように
行動しています。そのために、自
殺予防ゲートキーパーの資格
をとり、専門知識や最新情報
を学んでいます。
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◀日さく本社敷地内にある防災
井戸。災害が起きたときに非常
用として使用することができる。

※１「鳥取大学乾燥地研究センター」という砂漠化や干ばつなどの諸問
題に対処するための研究拠点がある。

※２仲間と協力して、自力でアウトドアを行う部活。登山や沢登り、サイク
リング、雪山登山など多岐にわたる活動をする。

｜JOB Category｜建設／土木技術者｜JOB Category｜建設／土木技術者 MIRAIS BOOK 6

北アフリカや西アジア地域では、不衛生
な水が原因で5歳未満の子どもが毎日
1,000人以上も命を落としています。私は
これまで、カンボジア、ベナン、イエメン、
ウガンダ…など様々な地域で安全な飲み
水を確保するための井戸をつくってきまし
た。子どもができてからは日本で地すべり

一本の井戸が生活を大きく変える

0からつくる経験が、土木の知識を深めた

水の問題が飢餓につながっているのか～

世界中で井戸を掘る土木技術者のシゴト

明治45年創業。以来100年以上にわたり、
日本における災害対策・水源確保・地下資源
採取のためのさく井工事などを行ってきた。
その他、ODA（政府開発援助）のプロジェク
トとして海外でも事業を展開している。

肥后明彦さん（48歳）
新潟支店 土木部
【出身校】
東松山市立南中学校、埼玉県立川越高等
学校、鳥取大学 農学部農材総合科学科 
生産環境工学コース
【趣味】
登山、パラグライダー、サボテンの栽培

こんな仕事をしています！

安全な飲み水と安全な地域を創る井戸づくり

休学して、路線バス
やヒッチハイクで世
界を旅していまし
た。アフリカに行って
驚いたのは、すべての
地域が報道されているよ
うな不衛生で不安定な状
態ではないということ。旅の
途中、服を洗濯して干しておく
と、勝手にアイロンがけまでしてく
れた村人もいました。そんな、
衛生的で、助け合いの文化
が根付いた豊かな村をたくさ
ん見てきました。
一方で内戦後の国では、ト
ラックから投げ捨てられ
た１枚の食パンを道路
脇の飢えた子どもたち
が奪い合っている光
景も目の当たりにし
ました。それらの地域の
格差を左右するのは、治安

常に軌道修正しながら、自分の人生を考える

どんな道に進み、どんなことをやっても、結局は自分
がどう方向性を考えていくかだと思うんです。振り返っ
てみるとすべての経験が今につながる。私は常に何
かに熱中し、学び、軌道修正しながらこれまでの人
生を歩んできたのかなと感じます。

◀水汲みをするベナンの子どもたち。
　井戸によって安全な水が簡単に手に入る。

きれいな水が出て喜ぶガンビアの子どもたち

22億人が、安全に管理された飲み水を使用できない。
42億人が、安全に管理されたトイレを使用できない。

ちなみに世界では、77億人中…

出典：WHO/UNICEF JMP (2019) Progress on household drinking water, 
sanitation and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities.

6-3
世界の水を汚染し

ているものは何か
調査し、それを

改善するための具
体的なアイデアを

考えてみよう

6-4
災害時でも安全な

水を確保するには
どうすれば

良いか事例を調査
してみよう

6-5
山や森、湿地、川

などをよりきれいに
するために

私たちにできること
は何か

考え発信しよう

課題設定 整理・分析情報収集

動画はコチラ

飢餓に苦しむ人々を救うには
き       が

子どもの頃、飢えた子どもたちにハエがたかっている
映像をテレビで見て、いつもご飯を残す方だった私
はあまりの世界の状況の違いに愕然としました。「何
とかしないと…」という思いがずっと心にあり、高校
生の頃に飢餓に苦しむ人を救うため「鳥取大学で乾
燥地帯での農業を学ぼう」と決意しました※1。高校
時代は、砂漠地でも育ち、食糧にもなるサボテンの
栽培に熱中していました。必死に勉強し、無事合格
はできたものの、大学時代はワンダーフォーゲル部※2

の活動に打ち込みすぎて１年間留年。そして学業を
疎かにしたせいで、希望する乾燥地帯での農業では
なく、農業土木を学ぶコースにしか進めなくなってし
まいました。そこで、人生を見直すと同時に、世界の
現状をこの目で確かめるために、１年間大学を休学し
て一人で世界を旅することを決意しました。

がく ぜん

おろそ

や、斜面の崩壊を防ぐための土木工事を
主に行っています。地すべりは、大雨など
によって地下水が増加し、地層がすべりや
すくなることによって発生します。だから、
地すべりを防ぐために、地下水を排水する、
「集水井」をつくるなどの特殊土木工事を
行い、災害を未然に防いでいます。

しゅうすいせい

と安全な水があるかどうか。水が不衛生な事で、人々
の病気のリスクも高まります。世界中の現状を見る中で、
安全な水の大切さ、そして１本の井戸の大切さを実感。
井戸をつくることが飢えている人々を救うことにつなが
ると思うと、農業だけでなく土木を学ぶことができたの
はむしろ良かったのではないかと感じています。

ひ　ご　あきひこ

日さくに入社し、海外の様々な地域のプロジェクトに携
わりました。海外と日本では環境がまるで違う。コンク
リートを打つには日本では生コン車を呼べばいいのです
が、そんなものはありません。コンクリートに必要な砂・
砂利を探すところから始めます。試験的に練り、強度・
温度・塩分量（多いと鉄筋がさびる）・空気量などを
チェック。素材を調整しながらコンクリートをつくってい
くんです。土木の知識だけでなく、良い素材を探すため
に地形を読む力も必要。ワンダーフォーゲル部での活動
も仕事に活きました。全くの0から何かを生み出す仕事
は日本ではなかなかできないですし面白い経験でした。

じゃ   り

株式会社日さく（建設業）
にっ

せい

動画では
海外での仕事の
様子についても
語っているよ！
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｜JOB Category｜製造・印刷／印刷の技術者｜JOB Category｜製造・印刷／ディレクター MIRAIS BOOK 6

制作物のコンセプトを考え、
あらゆる人と関わりながら
アイデアを形にする 

制作物を通して「新潟の活性化」
に貢献するには？

常に学び、
仮説と検証を繰り返す

ロス紙・ロス時間を削減し
効率よく製造するには？
毎月どのくらい印刷の生産スピードが上がっているか・
無駄にしてしまった紙（ロス紙）が減っているかなど
をタブレットで確認できるようになっています。製造
で出たロス紙は全てリサイクルしていますが、リサイク
ルをするにもエネルギーが必要。ロス紙が減るとい
うことはエネルギーや資源の使用を抑えることに直
結しているんです。

情報収集

株式会社タカヨシ（製造業）
パッケージやラベル印刷を中心に、広告やメ
ディア制作、人材育成など幅広く手掛ける“コ
トづくり”の会社。ご当地キャラ「レルヒさん」を
活用した地域ブランディングなども行う。

動画はコチラ

QR

関東の大学に進学し、「新潟って何があるの？」と聞
かれたときに米や酒、雪くらいしか答えられなかった
んです。本当はもっと素晴らしい魅力があるのに伝え
られずに悔しくて…。それがきっかけで「地域の魅力
を発信していきたい」と強く思いました。
ディレクターは、様々な業界のお客様と仕事をしてい
ます。印刷物などの制作を通して、あらゆる企業の販
売促進やブランド育成、採用などの成功を支援する
ということは、地域の活性化につながります。業界
ごとの課題や特徴をしっかり理解し、より効果的な制
作物を生み出し続けていきたいです。

こんな仕事をしています！ こんな仕事をしています！

企画制作部 新潟企画制作課

【出身校】
長岡市立中之島中学校

新潟県立長岡向陵高等学校
専修大学 人間科学部人間科学科

【趣味】
読書・映画鑑賞

山口 竜司さん（24歳）
製造部 ラベル印刷課

【出身校】
白根第一中学校
新潟県立新津南高等学校 普通科
【趣味】
音楽を聴くこと・スポーツ観戦

お客様の抱えている課題には一つとして同じものがあ
りません。だから、常に何かを学んで実行し、仮説と
検証を繰り返しています。例えば、商品のパッケージ
を考えるのであれば「どんな商品がどの層に売れて
いるのか」「ターゲット層に買ってもらうにはどんな
パッケージが良いのか」「商品が並んでいる時にどの
ようなパッケージだと目立つか」など、日々様々な事
を調査し、考え、やってみて、改善しています。
自分が関わったポスターやパンフレットを読んで足を
運んでくれたり、パッケージを見て買ってくれた人が
いると聞いたときはとても嬉しいですね。

突き詰めて考え、工夫し、
生産性を上げていく

情報収集

スピードを上げるにはただ機械の運転速度を上げれ
ばよいというわけではありません。機械の速度を上げ
たとき、文字がつぶれたり、インキがにじんだり、位
置がズレたりすることも。紙やインキを見て「この印
刷物ならこのくらいスピードを上げても大丈夫だな」
という感覚をつかんでいくことや、機械の調整が重
要なんです。一見単純そうな印刷物でも突き詰めて
考えると本当に奥深い。それが難しさでもあり、面白
さですね。今では入社した頃よりも２倍のスピードで
生産できるようになりました。自分で考え工夫するこ
とで、できることが増えていくのだと実感しています。

お客様の要望を聴いて全体を設計し、営業・
デザイナー・カメラマン・ライターなど様々な
方と連携して一つのものを作り上げます。その
進行管理や、制作物のコンセプト・キャッチコ
ピーを考えることもディレクターの仕事です。

普段は食品のパッケージ等に使用するラベ
ルの印刷を主に行っています。版や調整した
インキを機械に取り付け、機械を動かします。
インキひとつをとっても、固さや色の濃淡の
微調整を行い、お客様の理想を実現すべくこ
だわり抜いた製品を作っています。

12-2
あなたの学校の紙

の使用状況につい
て調査し、

無駄となっている
部分を改善するた

めの

アイデアを考え、
発信しよう

8-9
自分の知っている

地域の特色ある

文化について発信
するツール

（パンフレットや
動画など）を制作し

てみよう

お
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物 

流ディレクター

デザイナー

企 

画
製 

造

ゴ当
地キ
ャラ
クタ
ーヲ

活用
シタ
新潟
ノPR

モ

行ッ
テイ
ルヨ！

印刷物の企画や進行管理を行うディレクターのシゴト 印刷技術者のシゴト

課題設定 課題設定

レルヒさん®

タカヨシでの仕事の
流れをのぞいてみよう！

お
客
様

（
企
業
・
官
公
庁
）

やまぐち 輪転印刷機を駆使し、
お客様の理想の印刷物を実現する

りん  てん

りゅうじ

長谷川 広夢さん（25歳）
は  せ  がわ ひろ  む

タカヨシが発行して
いる

文化情報誌「ふうど
」

参考にしよう

分速70mで流れる印刷物を目視でチェック。まさに神業！

好きな事と仕
事が

つながってい
ます！

失敗を繰り返しながら成長してきました！

動画はコチラ
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材料・運搬・機械・品質管理・技術者など、多くの
専門家が知恵を出し、協力し合わなければ道路は完
成しません。あらゆる人が一体となって一つのものを
創り上げるというのが建設業の醍醐味だと思います。
そして、裏を返すと課題を解決するのも一体となる必
要があります。例えば、締め切りがあり、天候にも左
右される建設業はこれまで長時間労働が課題でした。
発注者、仕事にあたるメンバー、道路を使う地域の
人々と連携しながら業務を見直したり、効率化を進
めるシステムを導入したりして、超過勤務や休日出勤
を削減し、プライベートの時間を増やしています。

9-1
災害に強い道路

づくりの重要性や
、

その事例を調査し
まとめてみよう

9-1
「地球環境や人

々の生活に寄り添
う道路」

に関するアイデア
を考えてみよう

9-5
イノベーションとは

何か？

イノベーションが起
きるにはどんなこと

が

大切なのか調査し
、まとめてみよう

例：大きなゴミが落
ちていたり道路に

亀裂が入っていた
りと、

道路に何らかの異
常があった時にす

ぐにアラームで知
らせる

ICTを活用した道
路点検システム

｜JOB Category｜建設／代表取締役社長｜JOB Category｜建設／代表取締役社長 MIRAIS BOOK 6

自分たちだけでは完結しないのが面白さ　
パートナーシップで課題を解決！

福田道路株式会社（建設業）
1970年に創業し、社会基盤となる
「道路づくり」にまい進。道路の補強
や長寿命化、災害時の早期復旧や景
観・環境との融合など、これからの道
路の在り方を日々探究している。

仕事は楽しくなければならない

人の成長無くして会社の成長はあり得ません。そして、
人が成長するには「仕事が楽しくなければならない」と
思っています。ここでいう “楽しい” はラクをするとか、
面白おかしいという意味ではありません。やりがいを感
じ、自分自身の成長を実感するような楽しさです。その
ために社員が学び・仕事に活かす、まさに探究し続け
ることのできるよう制度を整えています。
また、福田道路では仕事だけでなく、社員のプライベー
トや家族も大切にしています。社員も様々な人に支えら
れて仕事をしている。その社員を支えてくれている人た
ちも大切にしたいという想いがあるんです。

100年先を見据え、
挑戦し続けています！

これからの道路の在り方を
模索し続ける

また、これからは道路そのもの価値や在り方が変わっ
てくると思います。走りながら電気自動車の充電ができ
るような道路づくりや、地球環境や人々の生活に寄り
そう道路づくり※など、私たちも日々、道路のこれから
を模索し続けています。
※1976年に設立した「福田道路株式会社 技術研究所」にて、長持ちす
る舗装材料・構造の開発、走行時の騒音が出にくい道路などの研究・
開発を行っている。

iPadを使ったペーパーレス会議。環境に配慮
して紙をできるだけ使わないようにしている。

福田道路社内報「Familyきずな」。家族と手紙
を交換する「家族のきずな手紙リレー」という
企画や、家族に向けて仕事を紹介するような
記事を載せています。

全国の400を超える協力会社と連携して安全な
道路づくりを目指す「福友会連合会」の広報誌
「Together→s」

日本にある道路は約122万km。その中の高速道路や
国道はわずか3.4％ほど。つまり、ほとんどが生活道路
で、私たちは生活そのものを支える大切な仕事をして
います。
道路が張り巡らされている今、新たな道路をつくるより
も、老朽化や災害によって傷んだ道路を素早く修復す
ることがより求められています。

ろうきゅう

だいごみ

SDGsの

取り組み
を

ご紹介し
ます！

AIを活用し、道路の状態を診断する
「舗装損傷診断システム」

国土交通省より
第三回インフラメンテナンス大賞

特別賞を受賞！

福田道路と日本電気株式会社
（NEC）が共同開発した「舗装
損傷診断システム」。
市販のビデオカメラを車に取り
付けて撮影した路面の映像をAI
で分析することによって、修復
が必要な箇所を効率よく検出す
ることができるようになりました。

ほ　そう

そんしょう

次のペー
ジに続き

ます！

海野 正美 社長
福田道路株式会社
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｜JOB Category｜建設／舗装工事管理者｜JOB Category｜建設／アスファルト製造施設管理者 MIRAIS BOOK 6

アスファルト混合物をつくる
施設全体を管理し動かす

課題設定

整理・分析情報収集

こんな仕事をしています！ こんな仕事をしています！

建設業を志した
きっかけや

やりがいについ
ても

お話しています！

新設する工場をより安全に
効率よく作業できる工場にするには？
自社工場の新設工事に携わる機会がありました。工場
は業者さんが建設してくれるのですが、見ていると安全
面や仕事のしやすさの観点から不安な部分が次 と々見
つかりました。これから30年、40年と使用する工場な
ので、私たちや後から入ってくる人たちがどれだけ安全
に気持ちよく、新しい工場を使えるかということが大切。
より完成度の高い工場をつくるためには、任せきりで
はなくて自分たちもチェックしたり要望を出したりしな
がら一緒に考える必要があると思ったんです。

課題設定

全てが初めてのことだらけの仕事を
やり遂げるには？
22歳の時、国道289号線の新潟県三条市から福島県
只見町へ至る県境部分でのトンネル道路舗装工事に携
わりました。それは初めての国道工事で、自分が現場
代理人※1を初めて務めた仕事。発注者からは「若いね」
と驚かれ不安に。しかもコンクリート舗装・ICT施工※2

の実施は初めての経験です。特殊な環境の中、初めて
経験することばかりで戸惑いましたが現場代理人という
責任ある仕事を任され試行錯誤しました。特に山の中
での作業なので電話が通じなかったり、大雨による土
砂災害に見舞われたりと多くの壁を経験しました。

一人ではなくチームで
プロジェクトに取り組む　

とはいえ、普段の業務に加えて建設工事を確認すると
いうのはあまりにも負担が大きい。そして、自分一人だ
けでは良いものはできません。なので新設工場の様子
を視察しに来た先輩や上司など、なるべく様々な人か
ら意見を聴くようにしたり、年代の近い仲間と「新設
工場を何とかしよう！」というチームをつくったりして取
り組みました。例えば、以前使用していた工場で故障

があった際に直しにくい箇所があったのですが、新設
工場でも同じような設計になっていたため、どうしたら
故障があっても直しやすい設計にできるか業者さんも交
えて一緒に考え、形にしました。
とにかく時間も人手も足りない中でやっていたため、
チームで協力しながらプロジェクトを進められたことが
本当によかった。普段は営業担当の人も、業務の範囲
を超えて、私たち製造の手伝いをしてくれたことも。半
分できないんじゃないかと思っていたので、完成した時
は本当に嬉しかった。その工場は今もなお無事故で操
業を続けています。
この経験から一つの課題に対して、「どうしたら解決で
きるか？」ということをチームで柔軟に考え、取り組ん
でいくことが大切だと学びました。

みんなの経験を自分の学びに
自分の経験をみんなの学びに
当時はわからないことだらけだったので、とにかく学び
ました。一番手っ取り早かったのは経験のある方に聴
くことと、過去の工事記録を読むこと。報告書の写真
を見ながら「あの部分はこうやってるんだな」と覚えて
は実践し、それでもわからないことは参考書を読んだり
他の人と検討したり…。そしてまた実践するということ
を繰り返しました。
例えば、電話が通じないので、考えられる限りの想定
や準備をして工事に臨み、その場で対応しなければなら
ないことは衛星電話を使用してコミュニケーションをとり
ました。こういった現場ごとの様々な問題や初めてのこ
とに対応した経験は、後の人の参考になるよう自分も記
録に残すようにしています。会社全体で学びを共有する
ことで、初めてのことでもしっかりと対応できるというこ
とを特殊な工事を任された経験から学びました。試行
錯誤を繰り返し、沢山の人に助けてもらいながら、はじ
めは何も想像できなかったものが最終的に形になった時
は、一生忘れられないくらいの達成感がありましたね。

モニターを見ながら施設全体を動かします。アスファルト混合
物は油なので冷めると固くなり工事しにくくなります。逆に熱す
ぎてもダメ。私が調整したアスファルト混合物次第で現場の仕
事が左右されることもある大切な仕事です。だから、お客さん
の要望に合わせて配合や温度などの微調整を繰り返し、扱い
やすい製品をスムーズに出荷できるよう考え抜いています。

道路舗装工事の現場管理をしています。工事の計画を立て、
重機や材料の手配等の段取りを行い、工事に必要な費用の管
理や書類の作成をするなど業務は多岐にわたります。道路工事
は天候に左右されるなか期日通りに仕事を進めなければなりま
せん。できる限り作業員たちが効率良く働けるように考えて計
画や段取りを行うのが管理者としての大事な役割なんです。

舗装工事が順調に進むように
計画し、現場を指揮する

アスファルト混合物製造施設を管理するシゴト 舗装工事を管理する責任者のシゴト

動画はコチラ

動画はコチラ

臼井奎太さん（24歳）
建設事業部
【出身校】
村上市立荒川中学校
新潟県立新発田南高等学校 土木科
【趣味】
バイク・釣り・ゴルフ

うす い け いた
休日は趣味の

バイクレースに参加して
リフレッシュ！

社会人にな
りたての頃

の経験や、

家族と過ご
している時

間も

今の仕事に
つながって

いるんだ！

石墨和弥さん（43歳）
製品事業部
【出身校】
新潟市立岡方中学校　
新潟市立高志高等学校
（現・高志中等教育学校） 機械科　
【趣味】
ドキュメンタリー映画鑑賞

いしずみ かずや

※１わかりやすく言うと現場監督。工事の管理や現場の安全確保、その
他施工完了までに行う業務すべての指示を行う人。

※２これまで人力で行っていた測量や設計、施工、検査などの作業をICT
の活用によりデータ化。作業効率のアップや品質確保などに役立つ。

これがアスファルト混合物を製造する施設です！

ほそう

せこう
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｜JOB Category｜住宅建築／営業｜JOB Category｜住宅建築／営業 MIRAIS BOOK 6

大好きな旅行も
コミュニケーションツールに

チームプレーで家をつくる住宅営業のシゴト

株式会社ナレッジライフ（住宅建築業）
1975年設立の住宅会社で、2005年にナレッ
ジライフに社名変更。「価値ある暮らしの創
造」を理念に掲げ、心地よい素材を使い、性能、
合理的な間取り、環境への配慮などバランス
の取れた家づくりを行う。

間 久美子さん（37歳）
営業・シニアマネージャー／ナレッジライフSDGs委員長
【出身校】
新潟市立新津第五中学校、
新潟清心女子高等学校、
金沢工業大学 工学部建築学科
【趣味】
映画鑑賞、美術館巡り、旅

こんな仕事をしています！

13-1
気候変動に関する

世界の現状を調査
し、

まとめてみよう

13-3
CO₂排出量を抑え

ることのできる工法
や、

流通などの仕組み
を調査し、まとめて

みよう

13-3
「人や街、地球に

やさしい家」とはど
んな家か、

理想の家を考えて
みよう

課題設定

経験の少なさを資格が補ってくれた

整理・分析情報収集

動画はコチラ

お客様の理想の住まいを
一緒に考え、提案するには？

うかが

私たちは外に出て営業をするのではなく、
情報収集をしてナレッジライフに辿り着いた
お客様に対し、展示場の案内をするスタイ
ルです。ナレッジライフがどんな特徴の会
社なのか、他社とどんな違いがあるのかを
お伝えしています。また、ナレッジライフの
家で実現する暮らしを伝えるために、季節

のお花を飾ったり、お茶をお出しする際の
器を選んだりするのも私の大切な仕事。家
づくりが始まると、ヒアリングを元に設計
担当者とプランをつくるのはもちろん、土
地探しや敷地調査、各種申請やローン手
続きなど、他部署と連携しながら、お客様
の理想の住まいをつくり上げます。

たど

かざ

しき   ち

ライフサイクル・カーボンマイナス
LCCM住宅

究極のエコの家

◀インドのタージ・マハル前での
一枚。伝統的な衣装も身にまとい、
現地の暮らしを体感しました。

資材の運搬

建設・解体

地熱利用

太陽光発電
太陽熱利用

暮らしのエネルギー など

「四季を感じられる暮
らし」を

提案するため、日々
感性を磨いています！

お客様の理想を引き出し、完成へ向けて伴走する
ばん    そう

その後、資格の勉強をして、宅地建物取引士やエコ
住宅に関する資格を取得し、それらが名刺に加わる
ことでお客様の見る目が変わっていきました。また、
ナレッジライフを訪れるお客様は、暮らしに豊かさを
求める方が多いのですが、大好きな美術館巡りや、
年に数回の海外旅行、映画鑑賞などで得た知識や感
性に共感をして頂けることも増えていきました。
今では、建築後にご自宅に招いて頂いてお酒を飲んだり、
「検討中のお客様をうちに案内していいよ」と言ってもら
えたり、お客様ととてもいい関係を築けるようになりま
した。それはすごく嬉しいことで、大きなやりがいになっ
ています。今後は家具や照明などの知識も増やし、より
良い提案ができるようになりたいと思っています。

たく   ち   たて もの とり ひき  し

経験が少ない20代半ばの頃は、自信がなく弱々しい
話し方をしていました。上司がついてサポートをしてく
れるのですが、「私じゃない方がお客様は安心するの
では…」と思ったりもしました。20代後半になると一
人でお客様の対応をするようになったのですが、その
時にカクンと落ちるように契約が取れなくなったんで
す。「間さんは女の子だから、ずっとは居ないだろうし
ね…」という言葉を受けて悲しい気持ちになることも。
一方で、私の名刺に二級建築士の資格名が入ってい
るのを見て、お客様が安心してくれることも感じてい
ました。そこで私は、もっとたくさんの資格を取るこ
とでお客様に信頼してもらえるのではないか？と考え
るようになりました。

けいやく

なか

◀お客様の理想の
暮らしを実現する
ナレッジライフこだ
わりの家

エネルギーの自給自足だけではなく、家をつくる
時から解体する時まで（建設・部材づくり・家の解
体廃棄など）に要するエネルギーの全てを自分で
つくり出すことのできる家。ナレッジライフではこ
のような「地球にやさしい家づくり」と、「そこでの
暮らしの豊かさ」の両方を探究し続けています。

はい  き

高校生の頃、手塚眞監督の映画『白痴』のオープンセットが新潟市
内につくられて一般公開されたのですが、そこには撮影用の大きな街
並みができ上がっていました。それを見て大きな衝撃を受け、「映画
のセットをつくる仕事に就きたい」と考えるように。そのための進路と
して、美術系の建築学科が候補に挙がりました。ただ、私は絵を描く
のが苦手で…。一方、理系科目が得意だったので、映画は趣味とし
て楽しむことにして、工学系の建築学科に進みました。そこで学んだ
ことが今の住宅の仕事へとつながっているんです。
家は理想の暮らしを営むための大事な場所。一生に一度の大きな買
い物なので絶対に後悔はさせたくありません。理想の暮らしを実現す
るために、お客様のイメージを丁寧に伺い、他のスタッフと一緒に家
をつくり上げていくことが私の仕事です。しっかりとした提案ができ
ることや、お客様に信頼してもらえることが本当に重要なんです。

はく  ちて づか まこと

あいだ　  く み こ

お客様一人ひとりとの

コミュニケーションを大
切にしながら

展示場を案内していま
す！

SDGsのゴ
ール・ター

ゲットを

ナレッジラ
イフに合わ

せて

再定義して
いるんだっ

て！

間さんもそ
のプロジェ

クト

チームの一
員だよ！

つかうエネルギー つくるエネルギー
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「林業は山男の仕事」というイメージを少し
でも変えたくて、あえて髪は明るくピアスも
空けたままにしているのが僕のポリシー。
ガタイが良くなくても、普通の若者でも取
り組める仕事だというのを、林業の素晴ら
しさと共に高校生に伝えていきたいです。

｜JOB Category｜林業／フォレストワーカー｜JOB Category｜林業／フォレストワーカー MIRAIS BOOK 6

木から学び、森を守る。未来の世代に誇れる仕事

日本の木材の利用価値を高め、
林業の担い手を増やすには？

新潟県の林業を取り巻く現状とは

森林を育てて活かすフォレストワーカーのシゴト

ゆきぐに森林組合（林業）
平成３年に設立。高い林業技術を持ったスタッ
フが、森を守り育てるために植林や手入れ、伐
採などの森林整備を行う。上越市（安塚区、浦
川原区、大島区）、十日町市（松代地域、松之山
地域）の区域をカバーしている。
※「森林組合」とは、森林所有者が組合員と
なって組織されている協同組合です。

新潟県は豪雪地帯なので木が育ちにくい。雪で折れて
しまうのです。雪の降らない地域の木はまっすぐ伸び
ているのですが、新潟の木は「根曲がり」といい、雪
で倒れては起き上がってを繰り返しているので、根本
の部分が曲がる木が多くなっています。木材として使
用する時に、曲がっている部分は工夫して使わないと
無駄になってしまいます。

持続可能な森づくりを模索したい

情報収集

林業の仕事の様子や
魅力は、動画をCHECK！

中学３年の夏休み、テレビで林業の番組を見た時に、
稲妻が走ったんです。チェーンソーで木を切る姿が、
かっこいいなと。その時に地元の農業高校に進んで、将
来は絶対に林業に携わろうと思いました。今こうして好
きで、自分や家族にも誇れる仕事ができて幸せです。
しかし、そんな林業の担い手の減少や高齢化が問題
となっています。林業に興味を持つ若者が少ない原
因の一つに、林業の仕事が身近ではなく、知られてな
いという現状もありますが、力仕事でキツそう、賃金
が安そうというイメージがあると思います。実際に
今、木はどんどん売れなくなっていて、日本は国土の

こんな仕事をしています！

15-2
森林の持続可能な経営を実現するために
新潟県の木材の利用価値を高める
方法を考えよう

林業は、木を伐採した後に苗木を植え、草刈
りや間伐などを行いながら森林を育てる仕事
です。森を手入れし健康な状態に保つことは、
土砂崩れを防ぎ、豊かな水資源や生き物の生
態系を守ります。また健康な森は二酸化炭素
を多く吸収し酸素を放出するため、地球温暖
化の抑制につながります。木は「生き物」なの

で１つとして同じものは無く、基本の作業手順
だけでは通用しないことが多い。皮から木目を
予測し、重心を配慮して、切り込みを入れてい
ます。ようやく経験則や勘が磨かれてきたと感
じますが、技磨きに終わりはありません。今ま
で切ってきた全ての木を大切にし、１本１本の
木と向き合い、常に学び続けたいです。

２つの切れ込み
を入れ、クサビを
打ち込んで倒す

①受け口 ②追い口

約７割が森林であるにも関わらず、海外からの木材
輸入量は世界でもトップクラス。外材（外国の木材）
の方が、品質が一定で扱いやすく、木を山から切り出
して出荷する生産コストがかからないというのが輸
入増の原因です。そのため、日本の木材の価値がここ
数十年で大幅に低下し、いま木を売ってもお金にな
らないので、切った木をそのまま山に捨てることが多
い。もったいないと感じています。
日本の木がもっと利用されれば、木材の値段も上が
る。そうすれば林業に取り組む人の賃金も上がり、森
を整備し育てていく担い手も増えていくと思うんです。

僕ももっと考えて、行動していきます。みんなにも一緒に考えて欲しい！

熊倉広大さん（30歳）
ゆきぐに森林組合　森林事業部
【出身校】
上越市立直江津東中学校
新潟県立高田農業高等学校
森林資源コース
【趣味】
バイク・コレクション

くまくら   こうだい

木でつくられた紙や製品を使うことは、脱プラスチックの動きにも繋がるね！

年輪（木目）が細かい木は固く
て丈夫なので、あまり「つる」を
残さなくても狙った場所に倒れ
やすいのですが、年輪の幅が
広い木は柔らかいので、多めに
残します。思い通りに木を倒せ
た時は、喜びと自信になります！

＃日本の木材自給率の推移は？

＃高性能林業機械

＃木質ペレット

＃日本で使われている外国産の木材は
　　　　　　　　　どこから来ているのか？

＃越後にいきる家をつくる会

＃住宅・家具・紙以外の木の活用方法って？

かつては100％だったけど…

女性のフォ
レストワー

カー

（林業作
業士）も

増えてるん
だって！

ここを「つる」と呼びます！

フォワーダと呼ばれる、木材を積み込
んで運搬する機械。他にグラップル（木
を掴む）、プロセッサ（造材）、ハーベス
タ（伐木・造材）など、林業分野に特化
した機械はどれもユニークな名前。

今、紙製ストローを使う企業が
増えてきてるよね。

き

現在、「森林施業プランナー」の資格取得を目指し
ています。通常、山を整備する時には森林整備計画
をつくる必要があるのですが、山の持ち主に「森林
を整備しませんか？」と提案し、計画を一緒につくる
人がプランナーです。日本の森林の約７割が個人の
所有する私有林なのですが、山を持っていても孫の
世代になると、それを知らなかったり興味が無かっ
たりする。積極的に山の持ち主に関わりながら、森
林を活用する方法を提案していきたいです。

せ ぎょう

ばっさい

かんばつ

課題設定

2120



毎週末に行
うライブで

は必ず

サイン会や
撮影会を行

っています
！

「アイドル」という道を決断。

これぞ
ワタシの
生きる道

第6回

｜ アイドル｜

MIRAIS BOOK 6

The MY WAY
Vol.6

JOB Category 

アイドル

ひとりじゃない。

ファンの皆さんと

支えてくれている

ファンの想いに応えたい！

一緒に成長していく喜び
スタッフさんとメンバーと、

みんながいる。

ライブに毎回足を運んでくれるファンの皆さん、大きな

機材を使いながら撮影や演出をしてくれるスタッフさ

ん、信頼できるメンバーたちの強い想いが合わさって、

やっと１つのライブができあがると考えると、本当にたく

さんの人に支えられているって実感します。だから、自分

が成長した姿や、もっと大きなステージの景色を皆さん

に見せることで恩返しをしていきたい。メンバーだけで

なく、支えてくれている方々と共に感動を分かち合いな

がら、一緒にRYUTistを成長させていけることが、このお

仕事の一番の喜びですね。

「Stock」というメモ
を共有するアプリで
ライブのトークをみ
んなで考えている

趣味⇨ 生け花、茶道
好きな食べ物⇨  のっぺ

RYUTist リーダー
佐藤乃々子さん（24歳）
さとう    ののこ
のんののんの

新潟の魅力を
伝えるために

新潟
魅力
の
を、

いつも持ち
歩いている

新潟のゆる
キャラの

ぬいぐるみ
。県外で仕

事をすると
きは

ゆるキャラ
や新潟のお

いしいもの
の

話をしてい
るよ！

RYUTistは、新潟市古町生まれのアイドルユニット。「柳都（＝
新潟市）」と「アーティスト」を組み合わせたグループ名には、「新
潟を大切に活動していきたい」という想いが込められています。
アイドルとしてステージに立つだけでなく、ラジオやテレビCM
の出演やイメージキャラクターを務めるなど幅広く活躍する
「RYUTist」。彼女たちの「生きる道」をお伺いしました。

楽
発信
し

いきた
い！
して

く
高校1年生の時、ダンスに興味があった私に、姉がオー

ディションを勧めてくれたのがきっかけでRYUTistのメ

ンバーに。実はこの頃、同時に看護師を目指していたん

です。毎日レッスンをして、帰ってきて勉強して、土曜日も

授業があったり…という忙しい毎日。仕事と勉強の両立

が難しくなっていきました。看護師とアイドル、どっちも

諦めきれずに悩んでいた時、いつも応援してくれるファ

ンの方に会えるのが本当に嬉しくて。普通の高校生活を

送れなくても、「やっぱりこのお仕事がしたい」という想

いがだんだんと強くなっていったんです。それで、高校3

年生の時にこの道で生きていこうと決心しました。

すす

中学校の時から一匹狼みたいなところがあって、友達も

全然いませんでした。RYUTistの活動でも、メンバーとあ

まり話していなくて。でも、自分が大きな失敗をしてメン

バーに謝った時、みんなが「大丈夫だよ」と言ってくれて、

私のことをみんなが仲間だと思ってくれているというこ

とが伝わってきたんです。そして、人との関わりを遮断し

てきたことを強く後悔しました。それからはメンバーやス

タッフさんと一緒に喜んで、一緒に悩むことができる毎

日が本当に楽しくて…。今は、周りにいる人を大切に思っ

ています。みんながいるから、楽しく頑張れるんです。

しゃだん

スタッフさんとライブの流れを確認！

nonoko_ryutist

ともちぃともちぃ

趣味⇨ 料理、読書
好きな食べ物⇨ タレカツ丼

宇野友恵さん（21歳）
うの　  ともえ

tomoe_ryutist

リューティスト

新潟ろうきんは、県内の全小中学校へ

このページは、新潟県労働金庫（新潟ろうきん）様と共同で作成しました。

動画はコチラ

「考えてみよう SNSやスマホ
  との付き合い方」のDVDを配布し、
多くの学校の授業で活用されています。

2322



喜びも悲しみも倍になるところかな～。
創業したてで一人の時は、成果を上げ
ても喜びを分かち合えず寂しかったけ
ど、今では仲間がいて、喜びも大きく
なった。例えば、結婚や子どもの誕生な
ど社員にいいことがあると、自分のこ
とのように嬉しい。ただ、社員に辛いこ
とがあると、僕も悲しくなるんです。

社員を雇うということは「その人の人
生を背負う」ということでもあります
よね。

うーん、ちょっと違う部分もあるかな。
社員を養っていくという意識はない
です。社員には仕事を通して個人の
腕を磨いてもらっているという感じ
で、僕はその場を提供しているだけ。
そのために、働きやすい環境をつく
るのが社長の役目です。もし、僕の会
社をやめても活躍できる人になって
くれたらそれでいいし、そういう姿を
見るのは嬉しいな。

なるほど～。一人ひとりが自立して仕
事をする、その環境を整えているんで
すね！

あと、社員を集めたい時に大切なの
は「集める方法」ではなく、「トップの
想い」だと思うんです。僕の場合は、
「地方のIT化をリードする」という想い
があって、そこに共感した人が自然と
集まり、社員として働いてくれていま
す。「自分の会社は何を目指していき
たいのか」という想いをじっくりと考
え、発信していくことを大切にしていま

あこがれのIT社長に
会いに行く！

Vol.04

自身もIT会社の代表を務める大堀君が、「IT企業の社長」の仕事について深堀りすべく、
新潟を拠点に活躍する株式会社ユニークワンの立川和行さんを訪ねました。

対談で見えてきた、IT企業の社長のリアルをお届けします。

Mirais CROSS TALKING
MIRAIS BOOK 6

Mirais Knock
Vol.4

JOB Category 

あこがれの仕事編

『誰もやっていないなら
  僕がやろう』

トップの想いに共感して
社員が集まる

世界に誇れる
IT企業を目指す！

僕は会社の規模をもっと拡大してい
きたくて…。そのために社員を増や
す必要があるのですが、立川さんは
社員を雇って経営する面白さは何だ
と思いますか？

僕は小５の時、買ったフィギュアをヤ
フオクで売ったら利益が出たことが
面白くて、そこからビジネスに興味を
持ち、起業しました。立川さんはなぜ
起業したんですか？

実は、元々起業しようと思っていたわ
けではないんです。僕は大学卒業後、
東京で仕事をしていました。新潟に
帰ってきたのはインターネットは世界
を近づけるものだと思っていたから。
例えば、今まではパリコレの様子を知
りたくても、東京で雑誌が作られ、地
方の人たちに届くまで時間がかかっ
ていた。だけどインターネットならパ
リコレをライブ中継でどこでも見るこ
とができる。インターネットの普及で
地域格差は小さくなったと思っていた
んです。しかし、いざ新潟に戻ると、イ
ンターネットを使いこなせる人が少な
く、むしろ差が拡大していると感じまし
た。インターネットによって、ますます
世界はグローバル競争になっていく
のに、僕の子どもが育つ新潟は遅れ
ていく。そのことに僕はショックを受
けました。だからこそ『この現状を何と
かしたい。誰もやっていないなら僕が
やろう』と思い起業したんです。

僕の高校時代には、高校生が起業するなんてあ
りえなかったけど、今は増えてきていますよね。
普段、高校生と話す機会はないので、大堀君の
考えや試みに刺激を受けました。高校の後輩が
何かに挑戦しているのは嬉しいし、お話できて
純粋に楽しかったです。

お話を終えて

「あこがれの仕事」に
出会ってみたい

中高生を募集します！

将来目指している職業があり、実際にその仕事についている社会人と会って話してみたいという中高生を
募集しています。希望する中高生の皆さんはみらいずBOOK編集部（みらいずworks)宛てに「氏名・学校
名・学年・住所・電話番号・あこがれの仕事・なりたいと思った理由」を書いてお送りください。
※職業によっては希望に添えないこともあります。応募いただいた内容から選考の上、決定させていただきます。あらかじめご了解ください。
Mail：info@miraisworks.jp ／ Tel&FAX：025-211-8383

事業拡大のため、社員を集めるには、集める
「方法」だけでなく「想いを発信する」ことも大
事だと学びました。「自分の会社は何を目指し
ていきたいのか」ということを今一度考え、そ
の想いをもって会社を動かしていきたいです。
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株式会社ユニークワン
代表取締役社長

新潟東高等学校卒業後、慶応義塾大学
総合政策学部に進学。卒業後は、NTTド
コモにて経営戦略を練るプロジェクトに
携わる。その後新潟にUターンし、実家の
カガヤキ農園で働く期間を経て、株式会
社ユニークワンを立ち上げ、現在に至る。

たちかわ かずゆき

立川和行さん

IT業界のしごとの
様子をのぞき見！

テレビ会議の様子。
PCさえあれば、どこでも
仕事ができるんだって！

立川さんがよく仕事で使
用しているビジネス
チャットツール「Slack」。
社内外の人たちとSlack
でコミュニケーションを
とっています。

みんなが働きやすい
環境をつくるのが社長の役目

ウンウン、なるほどね～
もっと会社

を大きくして

行きたいで
す...

す。お金を理由に働く人は、お金を理
由に仕事を辞める。でも、想いに共感
してくれている仲間は、苦しい時も一
緒についてきてくれます。そういう仲
間がいるから、僕の会社は成長でき
ているんだと思うし、たとえ僕がいな
くてもまわっていく会社になりました。

想いを明確にし、発信していきたい
と思います！

僕は今後、ネットビジネス以外の領
域でも仕事を創っていきたいと思っ
ています。自社のサービスを成功さ
せるのが次の目標ですね。また、社
会経験が浅いという弱点を補うた
め、最近は社会人向けに開催される
仕事のイベントにも参加しているん
です。立川さんはこれからの目標を
どんな風に考えていますか？

世界規模でやっていきたいな。新潟
で新潟の人や企業のためにサービ
スを提供することだけが地域貢献で
はないと思います。僕は新潟で創業
したこの会社を世界で活躍する企業
にしていきたい。世界に知られてい
る企業が新潟の企業だったら、それ
は新潟の誇りじゃないですか。新潟
のIT分野をもっと盛り上げるために
も、新潟の人たちが世界に誇れる企
業にしたいですね。

世界規模…、すごいな～。僕も大き
な目標を持ってこれからも頑張って
いきたいです！

IT業界の
仕事って
どんな感じ？

2014年4月に設立した、新潟・仙台・金沢・東京
に拠点を置くインターネットの広告代理店。
SNS、YouTubeなどを活用したマーケティング
等も手掛けている。
〒950-0855 新潟市東区江南1-9-11

株式会社ユニークワン

新潟市の地域情報サイト『にいが
た通信』を運営。「ガタ子」さんが
グルメやイベント情報などを市民
目線で発信しています。

「にいがた通信」
はこちら

小学校5年生の時からビジ
ネスを始め、中学校卒業後
Webサイトの制作を行う【会
社ホームページ.JP】という
事業や、広告運用の事業を
展開する合同会社ドルマ
ネーを設立しました！

大堀蒼汰です！
新潟県立新潟東高等学校2年

おおほり そうた

こんな会社です！

状況どうだった？

立川さんの仕事風景。
大きなモニターには、3画面分
映すことができる。

喜びも悲しみも倍になるところかな～。
社員を雇って経営する
面白さって何ですか？

蒼汰さん

蒼汰さん 蒼汰さん

蒼汰さん

蒼汰さん

蒼汰さん

蒼汰さん

蒼汰さん

和行さん

和行さん

和行さん

和行さん

和行さん

和行さん

大堀君の仕事風景。新潟駅南口の
プラーカ3のシェアオフィスを拠点に活動。
今は、新規事業立ち上げに力を注いでいます！

ガタ子さん
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「ジブンは何ができるのかチャレンジしてみたい」
「将来のイメージを考えたい」
「学校や部活以外の仲間と出会いたい」
そんな中高生と大学生、社会人がチームになり、
一緒にプロジェクトに取り組みます。

みらいずworksが主催している、
有志中高生を対象にした探究活動です。 みらいずQuestion

SDGsの17のゴールの中であなたが最も興味を持ったゴールは何ですか？
興味を持った理由と、疑問に思ったことを書き出してみよう！
※SDGsの17のゴールは、外務省HP（わかりやすい動画も載ってます）やUNDPのHPをご覧ください。

例）貧困で困っている人は日本にどれくらいいるの？
（ゴール１に対して）

各企業からのミッションの中から１つ選んで、取り組んでみよう！
ここでは、調べたり、人から聞いたりして得た情報と、そこから考えたプランを記します。

載っていた大人の生き方・働き方、やりがい、価値観で　　　　　　と思った言葉や内容はなんですか。

Q.3

Q.1

Q.2

と思った理由は？

興味を持ったゴール
理由

疑問に思ったこと

さんの

と思った理由は？

さんの

得た情報

選んだミッション ：

アイデア・プラン

氏名

年 組 番

年 月 日日付

2019 年度は 中高生による新潟の食をテーマにしたプロジェクト活動を実施しました
「食の魅力発信アイデアコンテスト」

新潟県内から有志の中高生４人と大学生７人が集い、１泊2日の合
宿を通して「新潟の食の魅力を伝えるアイデアを考える」をテーマ
に企画を考えました。新潟市西区赤塚の太田農園さんを訪ね、収
穫体験や“農業の魅力や課題”についてヒアリング。その後、JR新
潟駅西口のTABI BAR＆CAFÉやSUZUVELを手掛ける有限会社
寿々瀧の代表 鈴木将シェフに、食材の魅力を活かす料理メニュー
のポイントを教わりました。それらを踏まえ、新潟の食の魅力を伝
えるワンプレート料理案を考案。実際にお店で販売する場合の
ターゲットや、目指す成果を話し合い、プレゼンしました。

「たくさんの人と出会いたいという思いで参加したが、それが達成できた！」
「自発的に行動できる機会が、面白い。「知る」だけでは浅いから、五感で感じることが大切だと思った。」
「プレゼン時に出てきた想いは、自然に溢れてきたものでした。それくらい熱中した！」
「当たり前を疑うことが大切だと分かった。人と話して企画することは楽しい！みんなと頑張って成功させたい。」

実際にプレゼンした企画を実現すべく、お店のコンセプトやメ
ニュー、チラシづくりを 2ヶ月間で進めました。食材の生産者
に各自が取材に行き、こだわりをパンフレットやホームページ資
料にまとめるなど様々な工夫が生まれました。新型コロナウイル
スの影響を鑑み、規模を縮小しての実施となりましたが、当日
は限定40食が全て完売。「新潟にこんな食材があるなんて知ら
なかった。よく取材して集めてきたね」「知らなかった新潟
の美味しさを堪能させてもらった。駅弁にしたら売れる
かも！」等と県内のお客さんに反応をもらい、大成
功でした。このように、多様な立場のメンバーが
一緒に０から企画を生み出すプロジェクトを
新潟で広げていきたいと思います。

【食の魅力発信アイデアコンテスト】

【NewGATA食彩キッチン】

でキックオフ！

Instagram @miraisworks 
#中高生みらい探究ラボspiral
#NewGATA食彩キッチン

取り組みの様子はこちらをチェック！

「正直パソコン作業とか苦手で準備が辛かったけど、今日お客さんと接して、伝えたいことを届けられてやってよかったと思った！」
「実際に企画をこうやって実現していくんだ！と分かったし、何より濃密で楽しい期間だった。」
「自分は、リーダーは合わないと思っていたけど、みんなに助けてもらいながらここまでこれた。いい仲間がいれば、自分もリーダーになれるんだと思った。」
「昨夜みんながつくってきた資料をまとめていて、みんなで熱心にやってきたんだなと思って泣いた。当日もだけど、
  ここまで頑張ってやってこれたことが、一番の成果だと思った。」

2017年よりス
タート！

詳しくはこちら！

かんが

たんのう

参

加した中高生
の
声

参

加した中高生
の
声

アイデア
が

形に!
実践！
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【掲載企業】
三幸製菓株式会社（製造／食品）
新潟綜合警備保障株式会社（サービス／警備）
金井度量衡株式会社（商社／機械）
ナミックス株式会社（製造／化学）
菊水酒造株式会社（製造／食品）
株式会社アークベル（サービス／冠婚葬祭）
NST（マスコミ／放送）
株式会社博進堂（製造／印刷）

【掲載企業】
株式会社スノーピーク（製造）
株式会社玉川堂（製造）
株式会社廣瀬（建設）
株式会社ハードオフコーポレーション（販売・その他（リユース））
総合リハビリテーションセンター・みどり病院（医療・福祉）
新潟県労働金庫（金融）
株式会社新潟日報社（マスコミ）
税理士法人石田経理事務所（サービス）
防衛省自衛隊新潟地方協力本部（その他）

【掲載企業】
株式会社市民調剤薬局（医療・福祉）
東北電力株式会社 新潟支店（電力）
株式会社新潟クボタ（販売／農業機械）
麒麟山酒造株式会社（製造／食品）
株式会社福田組（建設／総合建築）
島津印刷株式会社（製造／印刷）
グローカルマーケティング株式会社（サービス／マーケティング支援）
株式会社バウハウス（サービス／清掃）

「みらいずBOOK」をつくっている、みらいずworksとは？
「自分から　自分らしく　みんなとともに　社会をつくる人を育てる」をミッションに
掲げる、教育支援団体です。新潟県内の中学生・高校生が、「やりたいこと」「でき
ること」「求められていること」を見つめ、自分の未来を切り拓いていくサポート
をしたいと活動しています。

カリキュラムづくりや、学校外部との協力体
制づくり、探究授業の企画・運営など、高
校生のよりよい探究学習のため、様 な々視
点から学校のサポートをしています。

高校の探究学習をサポート

中高生のチャ
レンジを

応援している
んだね 高校1年生の探究学習をサポートすべ

く、探究への理解度や探究的なスキル
を高めるワークブック、「みらいず 
NOTE BOOK」を制作しました。自己
理解ワーク、探究の練習、次なる問い
の設定など…、探究学習の一連の流
れをこの1冊で体験することができます。
みらいずBOOKと連動した内容になって
いるので、ぜひ一緒にご活用ください！

みらいず NOTE BOOKで
「総合的な探究の時間」をサポート！

キャリア教育協力企業リスト みらいずBOOK vol.6 の協力企業の一覧です。
職場体験や職業講話の対応状況についても調べることができます。
〇＝受入可　△＝条件により受入可。ご相談ください　×＝受入不可

業種／会社名 事業内容／連絡先 職業講話体験実績職場体験

建設・土木

新潟支店

1

VOL.1
2014年5月発行

【掲載企業】
一般財団法人和田徳伝会（医療・福祉）
グリーン産業株式会社（建設）
イオンリテール株式会社（総合スーパー）
株式会社サカタ製作所（製造）
株式会社アクアシガータ（サービス）
株式会社東邦アーステック（製造）
アサヒアレックスホールディングス株式会社（建設）
山津水産株式会社（商社）
株式会社ミトク（運送サービス業）
有限会社長谷川挽物製作所（製造）
株式会社新越ワークス（製造）
越後製菓株式会社（製造）
くびき野森林組合・いわふね森林組合（林業 )

VOL.4
2018年1月発行

【掲載企業】
青木酒造株式会社（製造・食品）
愛宕商事株式会社（商社）
JR東日本新潟支社（サービス・鉄道）
株式会社新潟ビルサービス（サービス・清掃）
株式会社ミタカ（建設・設備）
越後天然ガス株式会社（エネルギー・天然ガス）
石油資源開発株式会社 長岡事業所（エネルギー・石油鉱業）
株式会社ジャペックスパイプライン（エネルギー・技術サービス）
株式会社千代田エネルギー（エネルギー・太陽光発電）
新津石油株式会社（エネルギー・自動車）
株式会社バイオマスレジン南魚沼（製造・プラスチック）

VOL.5
2019年3月発行

VOL.２
2015年4月発行

VOL.３
2017年3月発行

サポート1

バックナンバー紹介

P.6-7

さく井・地質調査・特殊土木の連携により優れた技術で社会に貢献する百年企業です
新潟市東区卸新町二丁目 2066 番地 11 ☎025-273-6301
https://www.nissaku.co.jp

医療・福祉関連事業を通じ、良質でニーズに即したサービスを提供、地域社会の医療と
福祉の向上に貢献します
新潟市中央区湖南 24番地 3 ☎025-211-3705　http://shimin-ph.jp

サービス・廃棄物処理業

2
P.8-9

地球に笑顔、社会に笑顔、未来に笑顔をモットーに、各種環境サービスを提供します
新潟市北区島見町 3268-15 ☎025-225-3360
http://www.aokikankyo.com

製造・印刷

3
P.10-11

レルヒさんもプロデュース！企業や地域の「伝えたい」をデザインする総合印刷会社
新潟市江南区亀田工業団地 1-3-21  ☎025-381-2000
https://www.takayoshi.co.jp

建設・道路

4
P.12-13

新潟から日本の安全で安心な暮らしを支える道路を作っている会社です
新潟市中央区川岸町一丁目 53番地 1 ☎025-231-1211
https://www.fukudaroad.co.jp

住宅の新築・リフォーム

5
P.14-17

新潟の気候風土に適応し永く住み継いでいける、心も暮らしも豊かになる家づくり
新潟市西区善久772-2   ☎0120-878-415
https://www.knowledge-pure.com

林業・食品

6
P.18-19

7
P.20-21

森林整備、なめこ生産・加工、直売所運営により、地域の発展に貢献します
新潟県上越市大島区棚岡 1569 番地 1   ☎025-594-2041　
http://www.yukiguni.or.jp/index.html

中高生が学校外の時間を利用して、様々
な学校・学年の仲間と一緒に、自分や
地域のみらいを考え、行動し、探究して
いくプロジェクトを行っています。

中高生みらい探究ラボSPiRAL

SPiRAL最新情
報は

 ＠SPiRAL_2
017

サポート2

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は 「もっと知りたい」という中高生のために、み
らいずBOOKの紙面では載せきれなかった、
企業の情報や取材の裏側を楽しく紹介してい
ます！週１回程度のペースで投稿をしていま
す。ぜひフォローしてみてください。

SNSでも追加情報を発信中！

@miraisbook@miraisbook

YouTubeチャンネルを開設しました！

新潟で働く大人たちのありのままの姿を動
画で配信。その仕事の面白さや、仕事を
する中での成功・失敗エピソード、仕事
に就くまでの道のりなどをお伝えします。

チャンネル名「みらいずBOOK」

青木環境事業
株式会社

医療・福祉

新潟事業部

ゆきぐに
森林組合

たくさんの企業
が

協力しているん
だね！

発 行 人 ：小見まいこ
編 　 集 ：角野仁美、河合祥希
デザイン ：山賀慶太、加藤歩美（Pデザイン研究所）
イラスト ：神田亜美
協      力 ：荒井美雪、小林さやか、佐藤貴子、
  鈴木蒼衣、藤澤里奈
印      刷 ：島津印刷株式会社
第６号／2020年4月17日発行
発行：特定非営利活動法人みらいずworks
〒950-2044 新潟県新潟市西区坂井砂山2-18-2
TEL&FAX　025-211-8383
MAIL：info@miraisworks.jp
http://www.miraisworks.com/

vol.６

みらいずBOOK

@miraisworks

@miraisworks

@miraisworks

みらいずworksでは他にも
いろいろな活動を行っているよ！
詳しい情報はこちらをチェック

みらいずworks
ホームページ
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Edited by

みらいずBOOK第6号は、「新潟で働く楽しさや可能性を中高生に伝えたい」という
思いに賛同してくださった、企業のご協力により、新潟県全域の高校1年生全員に
無料でお届けしています。

取材の
裏側を

もっと
知りた

いなぁ

みらいずBOOKのInstagramを見てみようぜ！

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は みらいずBOOK 検 索

  新潟で働く大人と出会い、
自分らしい“みらい”を見つける

ってなんだ？

06
02 4

未来にふみ出す学びを 子どもたちへ

「もっと知りたい」という中高生のために、みら
いずBOOKの紙面では載せきれなかった、企
業の情報や取材の裏側を楽しく紹介していま
す！週１回程度のペースで投稿をしていきます。
ぜひフォローしてみてください。

Instagramでも追加情報を発信中！
@miraisbook
@miraisbook

マガジン

YouTubeチャンネルを開設しました！
新潟で働く大人たちのありのままの姿を動画
で配信。その仕事の面白さや、仕事をする中
での成功・失敗エピソード、仕事に就くまで
の道のりなどをお伝えします。

チャンネル名
「みらいずBOOK」

探
究
マ
ガ
ジ
ン
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